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平成２7年の年頭にあたって 
 

 大晦日の穏やかな日和と打って変わって、大寒波に見舞われ、久しぶりの大雪を見る新年となり、

今年の私たちの生活を予言するかのような厳しい日となりましたが…、 

皆さんにはお健やかに新しい年をお迎え頂けましたでしょうか。 

   

昨年は、４月に消費税３パーセント引き上げが実施された結果、アベノミクスによる効果が十分に

発揮できていない状況で、今年はその真価を問われる年となると見られています。また、「社会福祉

法人の在り方等に関する検討会」等の取り纏め内容に基づき、「社会保障審議会 福祉部会」において

法人制度の見直しが論議されており、度重なる会議の都度、社会福祉法人に対する厳しい意見が出さ

れて来ています。 

  

ところで昨年の私たちの法人は、ソフト面では職務基準表

の取り纏めに続いて人事評価制度マニュアルを策定するこ

とができ、試行に着手しました。 

また、かねてより懸案でありました第三者評価の受診がこ

こで全施設一巡します。受診のために大変な作業量をこなし

て頂いた職員の皆さんに、改めて感謝いたします。 

 

一方ハード面では、伏見エリアで平成２５年度に取得した

用地に新しい建物を新築し、ふしみ学園分室の「ひまわり」

「あおぞら」及び生活サポートセンター「らいと」と「ふし

み寮」を移転するとともに、新しい取り組みとして放課後等デイサービス「らいと」を開設しました。 

 

洛南エリアでは、京都市若杉学園再整備の実施法人応募の検討に端を発して、事業拡張用地確保に

努めて来た結果、国道十条の近くに格好の用地 140 坪を確保することができましたので、新年度の中

頃には開設できるよう生活介護事業所の建設に取りかかります。 

 

山科エリアにおいても、山科合同福祉センター内のスペース不足により利用者の希望に応じられな

いといった問題があるとともに、各種施設が区内各所に分散しており、不便な状態のため何とか纏め

たいとの思いがありましたので、昨年末から鋭意用地確保に努めているところです。 

  

また、各施設において、昨年も新しい取り組みを進めるとともに、前年に続いて授産製品の開発・

販売、地域や周辺関連機関・施設等との連携などに並々ならぬ努力を積み重ねて頂いており、その成

果に深く敬意を表します。 

  

先に述べたように国からは、社会福祉法人の“有るべき姿”を纏めて、今年の課題として改善を求

めてくることと思われますし、私たちの法人においても、中長期経営計画の 4 年目に入りますので計

画の進捗状況を精査するとともに山積する課題を整理しつつ、次の新計画の策定につなげていくため

の準備の年でもあります。 

 

そこでまず、昨年の事業拡充の取り組みを一層発展させるとともに、人事評価制度の定着と研修制

度の充実を図って参りたいと考えています。 

 今年も皆様の益々のご活躍をご期待いたしております。  

理事長 安田行雄 
 

 

編集：支援センター 

発行：本部事務局 

 

障がいのある人とその家族が 

地域の中で尊厳を保ちながら 

普通の暮らしが出来るよう支援する 

http://www.kyofc.or.jp 

市村監事提供写真『金閣寺』 
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理事会・評議員会からのお知らせ                
 

＊障害者デイサービスセンター新設用に国道十条交差点西の更地１４０坪を購入しました。 

 
洛南身障会館及び洛南授産所では、総合支援学校の次年度卒業生７名を受け入れることとしました

が、既に定員一杯のため建物と設備も限界に達しています。このため、身体障がい者向けの生活介護

事業所を新設する方向で検討し、洛南エリア近隣で建設用地を探したところ国道十条に更地 140 坪の

売り地が見つかりましたので 12月にこれを購入し、現在建設準備を進めています。 

また、今後も受入要望が続く見込みですので、エリア全体で利用者ニーズに合わせた受け入れがで

きるよう、新設施設は生活介護、洛南身障会館は多機能型の生活介護（生産型）と就労継続支援Ｂ型、

洛南授産所は就労継続支援Ｂ型に区分して受け入れていく予定です。 

 

 

タイ国から特別支援学校４４校が、ふしみ・いたはし両学園を視察 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る 11月 28日と 12月 12日の両日、タイ国特別支援学校 44校の副校長各 1名と特別支援教育局の

スタッフ 16名の全 60名が各 30名ずつに分かれて、京都市ふしみ学園と京都いたはし学園を視察され

ました。 

寺本園長はじめ職員が準備して、言葉も通じず文化も違う方々に、限られた時間の中で何をどこま

でどのように伝えればよいのか不明な中、手探りで工夫して説明・案内していただきました。 

南方の温かい国の方々ということもあってか、非常にフレンドリーで明るくおおらかな印象の皆さ

んでしたが、それとは裏腹にタイ国の障がい者福祉はかなりの発展途上のようで、現在も様々な人権

侵害に苦しめられ、社会的なかかわりを断たれたところで生きておられるとお伺いし、皆、心痛む思

いでした。 

今回の視察に当たって橋渡しをされ、視察団に同行されたタイ国・知的障害者就労支援財団の眞田

藤子（さなだ・ふじこ）様から寺本園長に礼状が届いていますので、ご紹介します。 

本部からのお知らせ 
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Subject*** タイ教育省主催特別支援学校視察団受入のお礼 

Date  *** Wed,17 Dec2014 14  

京都市ふしみ学園・京都いたはし学園施設長 寺本眞澄様 

 このたびは、お忙しい中、タイ特別支援学校視察団を二度にわたりお迎えいただきまして、本当にあり

がとうございました。 今回の視察にあたっては、車の駐車などの問題から、スライドのご用意、視察内

容の構成にいたるまで、すべての面で最後まで大変お世話になりました。 

両学園の職員の皆様にも各回の視察で非常にわかりやすいご説明をいただき、利用者の皆様の活動も

とても素晴らしく、参加者もこの最後の京都での視察は、これまでの認識を変える、実に意義深い視察で

あったと感じたようでした。 ある意味で、学校での視察よりも、参加者において意識の変革があったか

もしれません。 

 私個人としても、これまで障害の重い方々がタイの中で、偏見や人権侵害に苦しめられ、声をあげるこ

ともできない様子を何とか変えることができないかといろいろ苦労してきましたので、両学園で、障害の重

い皆様が、真にそのかたの人生を開花させ、社会の中で素晴らしい役割を果たしておられることと、その

ために私どもが何をしなければならないかということが、タイの教育関係者に伝わったことは、非常に大き

な喜びでした。 

 タイの障害者の皆様の多くは、ほとんど学校に行くこともなく、社会的なかかわりを断たれたところで生

きておられます。このような状況が変わるには、まだ何十年という時間が必要かと思います。 

 しかし、今回の視察の中でタイのすべての学校の教頭が学ばせていただいたことは、この先、このよう

な現実を少しずつ動かしていくひとつの出発点になると思います。 その意味では、タイの障害者の方々

に代わっても、御厚礼を申し上げたく思います。 

 視察の計画が始まった当初には、これまで全くつながりがなかった貴学園で、視察をお受けいただける

ものか、いろいろ不安に思っておりましたが、快く受け入れを許可して下さり、今回も非常に詳しい内容を

タイの参加者にご説明くださいましたので、今後のタイの特別支援教育、ひいては将来の福祉行政にとっ

ても、重要な指針をいただくことができました。 

 視察団に代わりまして、心よりの感謝を申し上げます。 今回の視察にご協力くださいましたすべての皆

様に、どうかよろしく申し上げて下さいませ。 

 また何か別の形でも、両学園からタイが学ばせていただく機会があるかと存じます。 どうか引き続き

御高導賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 タイから皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げて

おります。 

  タイ国・知的障害者就労支援財団コーディネーター 眞田藤子 

 

昨年１２月５日に、京都市長が伏見センターの各施設を訪問されました 
 

去る12月５日、門川大作京都市長

が、伏見センターの各施設を訪問さ

れました。これは12月３日～９日の

障害者週間に毎年訪問されているも

ので、利用者の皆さんと一緒に作業

をされ、絵画作品にも感銘を受けて

いらっしゃいました。職員からは障

害のある方の支援の現状を説明し、

師走の慌ただしい中を１時間半に渡

って熱心に見学され、職員にも激励

の言葉を頂きました。 

その時の様子が、きょうと市民し

んぶん1月1日号に掲載されました。 
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【京都市長訪問時の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

クオ・カードの制作販売、始めました！                                                     
 

山科障害者授産所では、この度ＮＴＴカードソリューション

と正規代理店契約を結び、オリジナルデザインのクオ・カード

や図書カードの印刷および販売ができるようになりました。 

各種お祝いに、お礼に、記念品に、企業・商品ＰＲに、幅広

い用途でお使いいただけます。 

ご要望に応じて、写真・イラスト・文字などを組み合わせ、

最新のＵＶプリンタで世界にひとつだけのオリジナルカードを

制作させていただきます。１枚からでもお作りいたしますので、

小枚数でもお気軽にお問い合わせください。 

 【京都市山科障害者授産所】（電話 075-591-8771・FAX075-591-8772） 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 
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福祉車両出発式を行いました                   
 去る 12 月 11 日（木）、「京都府遊技業協同組合」様よりご寄贈いただきました福祉車両の出発式を

行いました。式典には京都府遊技業協同組合から理事長および役員の方々が、当法人からは理事長、

常務理事、山科エリア内の施設長、山科身障会館の職員および生活介護の利用者さんも多数参加され、

鍵の受納、テープカットが執り行われました。当日は、雨風が強く寒い日となりましたが、京都府遊

技業協同組合様の障がい者福祉に対するご理解と心温まるご厚意に、寒さも感じさせない出発式にな

りました。 

今回、ご寄贈いただいた車両はダイハツ「アトレースローパー」で、収納式スロープにより車椅子

のままで乗車することが可能です。また、軽自動車ながらターボ装備により力強い走りができること

も大きなポイントです。軽自動車ならではの機動性と力強い走りを活かして、地域にお住いの障がい

のある方々のために大いに活躍してくれる事でしょう。京都府遊技業協同組合様、本当にありがとう

ございました。車両は大切に使わせていただきます！！ 

（京都市山科身体障害者福祉会館：南 勝之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「年忘れ会」を開催しました                     

去る 12月 21日（日）、毎年恒例の山科身障会館「年

忘れ会」を開催しました。今年も民謡教室・ウクレレ

教室・歌声教室の発表や毎年盛り上がるクイズ大会・

福引き・職員出し物に加え、ゲスト２組を迎えました。  

ウクレレ教室講師によるデュオライブでは、普段の

教室とはひと味違った美しいハーモニーを奏でていた

だき、「むじか・とれぇす」によるギター・ウクレレの

アンサンブルで、皆さんの耳馴染みのあるポピュラー

ソングを聴きごたえのあるボーカルと、素敵な口笛の

演出で観客を魅了するライブとなりました。会場に参

加された利用者・職員全員で大いに笑い、歌う、楽しい一年の締めくくりとなりました。 

（京都市山科身体障害者福祉会館：西岡 容子） 
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ワークショップ「男のレシピ」開催しました                         
 

伏見障害者授産所で就労継続支援Ｂ型のご利用者を対象に

ワークショップを開催いたしました。 

ワークショップの内容は、「男のレシピ」と名付け男性（女

性１名も参加）利用者の方が自宅で料理を作ることができる

よう、料理教室を実施しました。 

参加者の中で、以前に調理師をされていた方（以下:Ａさん）

と相談し、メニューはお好み焼き、味噌汁、そしてデザート

にフルーツポンチを作ることになりました。 

調理については、Ａさんを中心に、だし作りやお好み焼き

を作る下準備などをしました。 

だし汁作りは、慣れない手つきで火傷しそうになりながらも昆布を取りだし、次に「えっ？こんな

にかつをぶしをいれるの？」と驚きながら投入していました。 

お好み焼き作りの最大の難関はキャベツのみじん切り！この日初めて包丁を握る利用者の方もチャ

レンジ。ご本人はやる気満々でも、周りの職員はハラハラドキドキ。職員がサポートに入り手を添え、

始めはなかなか上手くできなかったみじん切りがみるみる上達し、

利用者の方も家でチャレンジしたいと嬉しそうに話されていまし

た。 

味噌汁は、先に作っただし汁を使い、跳ね返りを気にしながら

具を入れ、熱い熱いと言って作りましたが、利用者の方も、これ

なら自宅で作れそうと話されていました。 

 その後、出来上がった料理を試食しましたが、美味しい美味し

いと好評でした。 

 参加者の感想としては、「自宅でも調理をすることに興味が湧い

てきた」「家族と一緒に調理する機会があれば手伝いたい」など話

されていました。参加者全員が、次回もぜひ参加したいと希望さ

れ好評でした。      （京都市伏見障害者授産所：安藤 武） 

 

 

 

 

「新年祝賀の集い＆餅つき大会」のお知らせ 会 
明けましておめでとうございます。洛南身体障害者福祉会館では、来る平成２７

年１月１１日(日)午後１時から恒例の「新年祝賀の集い＆餅つき大会」を１階ロビ

ーにて開催します。前売券は前日まで販売しています。 

第一部の新年祝賀の集いは、安田理事長の年頭のご挨拶から始まります。続いて

の催しでは、今年は都流の家元の舞踊です。舞踊を演目に取り入れるのは今回が初めてであり、会場

が新年らしい華やかさに包み込まれる様子が、今から目に浮かび楽しみです。恒例の獅子舞もありま

す。町では見ることが少なくなっている伝統ですが、獅子に頭をかまれると、その年は無病息災で元

気で過ごせるという言い伝えがあるので、毎年会場では頭をかまれたい方がいっぱいおられ、お正月

らしい雰囲気が一気に盛り上がります。 

第二部の餅つき大会では、京丹波農園よりもち米、(株)おたべ様よりぜんざい・餡子・黄粉の寄付を

いただきました。いただいた材料で作ったお餅の他に、白みそ雑煮やお

ろし餅も作ります。 

お餅つきでは、利用者の方が交替しながら杵を振り上げお餅をつかれま

す。臼とりは難しいのですが、利用者の方にベテランがおられ、毎年お

手伝いいただいています。皆様のご協力には、大変感謝しています。 

また今年はたくさん寄付をいただけたので、お土産も少し豪華版でお持

ち帰りしていただくことになりそうです。皆様もこの楽しい行事に是非

参加して下さい。  （京都市洛南身体障害者福祉会館：久保田 恵美子） 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 
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～Congratulations a happy new sheeps year～ 
アトリエやっほぅ!!（アート班）の羊たち、 

 

 ぽ ち 袋        お き も の 

 

利用者さんの絵が織りなす“冬のワンダーランド”、ふしみ学園の魅力の１つです。 

新年早々においしい役どころ、京都市ふしみ学園３年目、ひつじ、もとい、八木(やぎ) 証で～す。 

知的分野一筋 11 年、昨年 4 月よりアトリエやっほぅ!!の担当となりました。やっほぅ!!が誕生して 6

年目を迎えたわけですが、今年度、とくに取り組んだ事業を紹介したいと思います。 

 

～地域での作品紹介～ 
当施設のほど近くに伏見工房 P＆Pという施設があります。その施設では３年前から地域と福祉をつ

なぐ活動をされていました。環境のバリアフリーだけでなく、心のバリアフリーをテーマにされ、今

年度の企画が障がい者アートということでした。我々もちょうど新しいギャラリーを探していたこと

や地域活動スペース“ひだまり”の使い道を考えていたこともあり、近くで、無料で、できるという

おいしさにも乗っかり、即答で“参加させて下さい”と。 

ふしみ学園では、ずいぶん前にも、大手筋商店街でギャラリーを開催していたこともあったようで

すが、今回は店舗の外だったので、人が行き交う商店街は生活の匂いがして、個性あふれるまちの方々

が興味を持って立ち止まってご観覧頂き、30 分以上話すこともしばしば・・・。またそこでのギャラ

リーの波及で大手筋商店街の京都銀行伏見支店でも展示場所を提供下さり、同時代ギャラリーや大阪

高槻でのギャラリーも素敵ですが、地域の方々に作品を見て頂ける機会は格別なものがありました。 

 

～複製画プロジェクト～ 
 ギャラリーを開催するたびに必ず尋ねられる、「絵の販売はやってい

ないのですか？」という声に応えたのが複製画プロジェクトです。一昨

年の同時代ギャラリーで、“白くまの絵に魅せられた人”が居ます。そ

の方が現在の複製画プロジェクトのリーダーです。一人でも多くの方に

やっほぅ作品を知って

ほしいという思いで、大

阪や神戸、徳島などに足

を運び、寄付金を募りな

がら販売につなげて下

さっています。徳島では、

“陶芸で街のジオラマ

の制作もできますよ”と

提案して、見事完成した

のが右の写真です。かわいいでしょう？ 

システムを言葉でうまく説明できないので…割愛しますが、少しずつ販売もラインナップも増えて、

総売り上げも 30万円は超えましたぁ～＼（・▽・）／。もちろん元手も相当掛かってますよ～…。 

利用者さんの作品がもたらした素晴らしい出会いに感謝。 
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～今年度の新商品～ 

職員の入れ替えはふしみ学園の代名詞ですが（笑）、やっほぅ!!メンバーの入れ替えは４年振り。た

くさんの人が織り合ってやっほぅ!!カラーが築かれます。そのカラーを残しつつも新しい風を入れて

くれた芸大出身のバイトたちは、ほんと、頑張ってくれてます。数多くある作品をチョイスし、

photoshopで加工、クリアーファイルやトートバッグにインストールする作業は、長～い道のりです。 

陶芸チームは、10 年を超えるベテラン大先生と、娘ほど歳が離れた不思議少女とのコラボが魅力で

す。一部ですが商品をご紹介。 

①               ②              ③ 

        
 

①クリアーファイル新柄、気兼ねないお友達には最適な 300円とリーズナブル。 

②ツトムクマ。使用方法は、On 携帯です。私的には絶対売れないと思っていましたが、大人気。意見

を控えるようになった瞬間です。 

③payayoをあしらった巾着やトートバッグは一部の女子には大流行。 

 

～これからのアートのかたち～ 
昨年４月からのイベント出展回数が２２回と、中長期計画通りに、ずいぶんと増やしました。その

つながりで、東急ハンズ難波店や音(WON)京都といった有名店にも期間限定ですが商品が並ぶことにな

り、着々とファンは増えているはずです。 

 昨年 12/6に、京都市長が訪問されました。陶芸を体験され、絵画作品にも感銘を受けられた様子で、 

動物作品が多いので京都市動物園に作品を提示するなどのご提案を頂き、作品を広めるチャンス到来

です!! 

“しろくま”は旭山動物園に、“パンダ”はアドベンチャーワールドに、“じんべいざめ”は海遊館に

“ぺんぎん”は南極に!!、飾ってもらえたらいいのにな。 

 やっほぅ!!作品は、ゆうに 1000 点は超えると思います。保管場所はあるのはあるのですが、“どこ

置いた？どこ行った？”と日常挨拶より多い会話となっています。 

とっても良い作品なのに、日の目をみないのはもったいな過ぎる話です。美術館を作りたいのですが、

宝くじにあたってもまだ足りない気がします。原画の販売をしていないことはないのですが（昨年 30

万で売れた作品もあるので、すごいでしょ）、売っても良いと思う作品が職員によって違ったりするの

で、会議を持っても、平行線…。鶴の一声で販売に、といっても、私も販売推進派だったりします…。

嬉しい悩みとして解決していければいいのにな。 

 アートは多方面で広がりを見せています。横浜には、サルサガム・テープというしびれるロックバ

ンドがあります。滋賀県にはダンスユニットがあります。昨年ふしみ学園にもあの有名女性コミック

“なかよし”に初投稿し、C賞を頂くという、快挙がありました。 

関西において滋賀県の“やまなみ工房”や奈良県の“たんぽぽの家”はとても良いお手本となるアー

トプロジェクトを広められています。県や市のバックアップがあってこそということが言えますが、

ようやく京都府・市もアートのための予算を計上する、そんな時代が到来です。今年もいろいろと忙

しくなりそうです。ふしみ学園も京都のパイオニアとなるべく進んでいければ、いいのにな。 

アートは利用者さんのコミュニケーションであり社会とを繋ぐ架け橋です。しかしそれは決して障

がい者アートだからといったものではなく、病院に障がい者アートを飾るのは、病気の治癒が目的だ

と言う人もいるぐらい、人間が潜在的に持っている琴線に触れるものだからという感じがします。そ

んな素敵なものに触れながら仕事ができることに感謝！！！！！ 

 長い文章、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。 

 

 

 

  

 

 

 

次回は、京都市ふしみ学園 松井 崇 副主任です 
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次年度の障がい福祉施策の動向について           
 

新年あけましておめでとうございます。 

今年もこの欄をお借りして、様々な情報発信を行っていきたいと思います。今回は平成 27年度から

の障がい福祉施策の動向として、以下 3点について記述したいと思います。 

 

（１）27年度は、障害福祉サービス等の報酬改定が行われます。昨年 12月、検討チームから基本的な

方向性について（案）が出されました。その基本的な考え方としては、「〇重度の障害児・者が可能な

限り、身近な場所において日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施設・病院からの地域移

行を更に進めるとともに、生活の場としてのグループホーム等の充実を図る。〇また、個々の障害特

性への配慮や夜間・緊急時の対応等、地域生活の支援に係る必要な見直しを行うとともに、障害者の

就労に向けた取組等を一層推進する。（第 14回資料から抜粋）」と明記され、主な改定項目として、以

下８点があげられました。 

 

① グループホームにおける 

重度者支援の充実 

② 地域移行に向けた支援の充実 

③ 就労移行後の定着実績の評価 

④ 工賃向上に向けた取組の推進 

⑤ 計画相談支援の強化 

⑥ 強度行動障害を有する者に 

対する適切な対応 

⑦ 障害児支援の充実 

⑧ サービスの適正な実施等 

 

 

 

 

詳細につきましては、厚生労働省

のホームページ 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=199442）をご参照ください。 

 

（２）平成 27年 3月いっぱいで計画相談支援・障害児相談支援完全実施の 3年間の猶予期間が終わり

ます。計画を作成している利用者の割合は計画相談支援、障害児相談支援とも、全国的には約５割ほ

どです。ちなみに京都府はどちらも３割未満です（参考：平成 26年 9月厚生労働省調べ）。しかし、（自

己弁護ではないですが）計画の達成率だけでは評価できない側面があると思います。利用者の思いを

丁寧に聞き取り、プランニングするには、時間が無さすぎると思っています。 

 ただ、そうはいっても制度は制度です。今後増えつつある指定特定相談支援事業所と協力しながら、

進めていきたいと思います。（今年の重点課題です！） 

 

（３）最後に…、市町村・都道府県の障害福祉計画は現行の第 3期計画が平成 26年度末で終了します。

今後（平成 26 年度中）、平成 27 年度から 29 年度にむけての第 4 期障害福祉計画が自治体において策

定されることになります。その障害福祉計画に係る国の基本指針の中で、「地域生活支援拠点等の整備

（新設）」が明記されました。これは、障がい児・者の地域生活を推進するための多機能拠点構想とし

て、地域生活支援機能の集約を行う拠点等を、各市町村又は各圏域に少なくとも１つを整備するとし

たもので、平成 29年度までの成果目標に掲げられました。（上記のイメージ図を参照） 

 詳細についてはまさにこれからですが、居住支援・居宅支援・相談支援の一体的な支援が益々重要

になってくることが明確になったということだと思います。 

 

 今年も、大きな障がい福祉施策の動向をしっかり見据えつつ、第一義である個々の相談支援業務に

励んでいきたいと思います。     

 （京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう：中村 嘉男） 

支援センターＮＥＷＳ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=199442

